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シリーズ公共放送インタビュー

　公共放送システムがヨーロッパで誕生したこ
とは，よく知られているところだが，そのヨー
ロッパで，公共放送の理論研究とメディア政
策立案の協働作業を促すイニシアティブが生
まれている。フィンランドのタンペラ大学のグ
レッグ・ロー教授を中心とした活動で，各国
の研究者が参加する RIPE である。RIPE と
は，Re-Visionary Interpretations of Public 
Enterprises の頭文字をとったもので，メディ
ア研究者や調査関係者が，公共サービスメディ
ア企業内部の戦略的業務執行者と，電子メディ
アにおける公共の利益に関連する諸課題につ
いて共同で検討すること，またその関係を強
化することを目的としている。実際の会議にお
いては，公共放送の今日的課題について，出
席する研究者の専門的な視点で問題が提起さ
れ，研究交流と理解の場になっている。
　公共放送インタビューシリーズの 7 回目は，
日本ではあまり知られていない RIPE のロン
ドン会議について紹介し，その発起人である
グレッグ・ロー教授へのインタビューを報告
する。

【 第 7 回 】

RIPE@2010（世界公共放送研究者会議）主宰者，
グレッグ・ロー教授に聞く

メディア研究部（海外メディア研究）  中村美子  　

RIPE@2010「不況後の公共サービスメディア」
　RIPE は，ABU（アジア太平洋放送連合）や
EBU（ヨーロッパ放送連合）のように，事務局が
あって，会員の持ち回りで会議を開催するという
組織ではない。グレッグ・ロー教授の呼びかけ
に応えた研究者たちが，自発的に主催者になっ
て会議を開催してきている。RIPE はバーチャル
な存在で，公共放送研究と公共政策とを結びつ
ける運動の名称と言っても良いかもしれない。
　RIPE の会議は 2002 年の第 1 回から 2 年
おきに開催され，その 5 回目の会議にあたる
RIPE@2010 が，2010 年 9 月 8 日から11日にか
けてロンドンで開催された。参加者は約 70 人に
上り，その出身はイギリス，オランダ，スペイン，
フランス，ドイツ，フィンランド，デンマーク，スイス，
スウェーデン，ロシア，アイルランド，ポルトガル，
ノルウェー，ベルギー，キプロス，スロヴェニア，
トルコ，アメリカ，カナダ，メキシコ，南アフリカ，
日本の 22 カ国と幅広い。
　ロンドン会議は，開催国イギリスの公共放
送である BBC とウェストミンスター大学のコ
ミュニケーション・メディア研究所（CAMRI: 
Communicat ion and Media Research 
Institute），そして放送通信分野の規制機関で
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ある Ofcom（Office of Communications）の 3
者がスポンサーとなって開催された。また，毎
回，主催者が会議の全体テーマを設定するこ
とができ，今回は「不況後の公共サービスメディ
ア」に設定された。このテーマに沿って，スポ
ンサーからの代表者 3 人を含めた 12 人で構成
される「会議企画グループ（CPG: Conference 
Planning Group）」が，ジャーナリズムや視聴
者参加，メディア政策にどう関係するのかなど
多角的にアプローチする企画を立てた。CPG
は，サブテーマを設定し，ホームページ上で研
究論文の公募と査読を行い，会議参加者を決
定して別掲のようなワークグループの割り当てを
行った。こうした CPG を補佐するグループとし
て「RIPE 諮問会議」が設けられており，この
メンバーは，過去の開催に携わった研究者が引
き受け，今回は 9人の委員で構成された。
　なお，RIPE のホームページ（文末参照）で
全体会およびワークグループで発表されたプ
レゼンテーションや論文はほぼすべて公開さ
れている。また，過去の会議からの論文集が
Nordicom から出版され，一定の期間が過ぎた
ものは，ネット上で無料でアクセスできる。

  公共放送との出会い

―RIPE を組織しようと思った動機は何だった

のでしょうか？

ロー氏：私が，公共放送の存在に気づいたのは
1985 年のことでした。当時，私はオハイオ州
立大学の修士の学生で，論文のテーマはヨー
ロッパにおけるローカルラジオでした。
　私にとって，公共放送という考え方のすべて
が非常に興味深いものでした。公共放送には
ミッション，使命があったからです。私の父親
は牧師で，私は何かもっと重要なものがある，
そして使命や何か大事なことに自分自身を従わ
せる方法があるという考えを持って育ちました。
ですから，放送は，利益を上げる以外の目的
に利用しうるという考えは，私に訴えるものが
ありました。
　私は，フルブライトの学生としてフィンランド
にわたり，それがアメリカ国外に出た初めての
経験でした。私はフィンランドの公共放送 YLE

米国出身。現在はフィンランドのタンペラ大学ジャーナリズム・

マスコミュニケーション学部教授。

グレッグ F. ロー 氏

RIPE@2010 プログラム
1. 全体会「メディア政策と経営フォーラム」
 （1） 政策の今日的傾向と動向
 （2） 公共サービスメディアをめぐる論争
 （3） ジャーナリズムと民主主義
 （4） 参画と参加
2. 共同研究とワークグループ・セッション
 （1） ジャーナリズムにおける概念と実践の変化
 （2） 参画と参加のパターンと変化
 （3） 変化する戦略，ビジネスモデル
 （4） 多元性と卓越性
 （5） 公共サービス放送の業績と評価
 （6） 公共サービス放送政策の発展
 （7） ニューメディアの矛盾と課題
3. まとめの発表
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にオフィスを与えられ，ローカルラジオの担当者
となって，四六時中職場の仲間とおしゃべりを
しました。私にとって最も興味深かったことは，
彼らと放送に関連したことを話していると，大
きな課題や社会的懸念，理論的なモデルに話
が及んだことです。アメリカ人とラジオの話をし
ても，それがたとえラジオの専門家であっても，
広告のことや，市場がどうしたとか，新しいフォー
マットが出てくるとか，非常に実践的ですが内
容は浅いものでした。YLE での経験を通して，
私はヨーロッパでの公共放送にまつわる議論に
魅了されました。
　その後，私は，1990 年に YLE が行ったラ
ジオの大改革についての論文を書くため，1991
年に再びフィンランドを訪問し，フィンランド人
の女性と結婚したことをきっかけにフィンランド
に移住しました。そして私は，YLE の企画開
発室（Corporate Development Office）での仕
事に就き，当時の会長のアドバイザーになりま
した。YLE は，アカデミックなイベントで私が
代表となって会議に参加することを求め，それ
が，RIPE の設立につながったのです。
　 私 が フィンランドに 移 住した後 の 1998
年， アメリカで開 催された放 送 教 育連 盟

（BEA:Broadcast Education Association）
の会議に出席しました。少なくとも学者が集ま
るアカデミックなものでしたが，とても密接に
NAB（全米放送事業者連盟）と結びついてい
ました。つまり，非常に商業ビジネス中心の会
議で，理論というよりは応用について議論する
ような会議です。私は，パネルの 1 人として出
席しましたが，パネラーのなかでウィラード・ホ
イト（Willard Hoyt）は，「メディアにおける公
共の利益が本当にどんなものだったのか，私に
はわかりません。また，それがあったとしても，

いまやありません」と発言しました。彼は当時ア
メリカの大きな商業放送局の 1 つに勤務してい
たと思います。

―アメリカのメディアにおける公共の利益は消

滅した，と言ったのですね。

ロー氏：その通りです。ロナルド・レーガンがア
メリカのメディアにおける規制緩和の道のりを始
めたことを知っている人は多いと思います。メ
ディアだけでなく，多くの分野で規制緩和を行
いました。でも，実際にはクリントン政権でこ
の傾向が発展したことを認識している人は少な
いのです。電気通信法が 1996 年に成立しまし
たが，それによって，市場の規制緩和は一層
進みました。企業合併もです。1996 年法によっ
て，ローカルサービス義務に関する規則をたく
さん廃止しました。

―当時の政府は，規制緩和と公共の利益の均

衡を図ろうとしたのではないでしょうか？

ロー氏：クリントンは 1992 年に当選し，1994
年の中間選挙で議会の支配力を失いました。
ビル・クリントン自身の原則はおそらくメディア
における公共部門に対しもっと寛大だったと思
います。しかし，彼は多くの人が認識している
以上にビジネス中心主義だったというのが現実
です。だから彼は，共和党が非常に熱心だっ
た法案に署名しました。
　ウィラード・ホイトが語ったのは，1998 年のこ
とでしたから，96 年法の実際にもたらす結果を
あれこれ言うにはまだ早い時期でした。しかし，
アメリカの電気メディアシステムは圧倒的に商業
的になり，それは財源においてだけでなく，そ
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の運営や哲学においても商業的になりました。
　歴史的に，アメリカのラジオとテレビは「公
共の利益，便宜，必要性」に奉仕するもので
あるという原則がありました。これがすべて終
焉しました。ビジネスに良いことを除き，何も
義務づけされることはなくなりました。それが
まさに，ホイト氏が話していたことです。

―この主張は正しいと思いましたか？

ロー氏：私は，原理原則の降伏を意味したと考
えています。あるいは，放送が社会のなかで行
うべきとされていることについて，非常に異な
る哲学を受け入れたとでもいいましょうか。も
ちろん，アメリカ社会の価値システムはいつも，
何についてでも私的な市場のアプローチを好ん
できました。
　そうでしょう？ アメリカの価値の基本的な原
則は，政府を信頼できないということです。ア
メリカは，可能な限り小さな政府を好む国です。
利益は多く，規制は少なく，と。共和党はその
グループに属していますが，民主党員の多くも
この原則に反対していないと思います。

  RIPE 設立へ踏み出す
 
　そのパネルに参加したとき，メディアにおけ
る公共の利益を守るということが全く語られな
いことに私は気づきました。ビジネス以外の公
共の利益です。ビジネスを越える公共の利益
がメディアにはあるという考えを守る様子がなく
なったのです。つまり，ビジネスの美辞麗句が
すでに勝利し始め，誰も十分反論することがで
きなくなっていました。
　そこで私は，「我々は誰も商業放送に反対し
ていません。しかし，それだけではシステムが
健全であるとは言えない」と問題提起しました。
我々は何かをすべきだと思います。商業的なも
のに寄りそう哲学にどのように答えるべきか，
それを見つける必要があります。何人かの同僚
が，私の意見に賛同してくれました。
　最初のアイディアは，オンラインで議論するよ
うなものを立ち上げるというもので，YLE の資
金援助を得て 1999 年にやってみました。公共
サービス研究分野で著名な人々がたくさん参加
することに同意してくれました。だいたい 40 人
ほどだったでしょうか。でも，何も起こりません
でした。

―それは，どういう意味でしょうか？

ロー氏：実際には誰も議論に参加しなかった
のです。2 年間はそうした状態が続き，2000
年に再び BEA の会議に出席し議論したとこ
ろ，もう一度やってみようということになりまし
た。これに関わった人の間では，全く機能し
なかったことについて罪の意識があったのだ
と思います。止めるには惜しい，何とかしよう
ということになって。

最終日のまとめの司会をするロー教授
（ウェストミンスター大学メリルボーン・キャンパス）
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　そこで，全体を再評価した結果，オンライン
議論のようなものはうまくいかないということに
気づきました。なぜなら，オンラインで自分の
考えを提供してしまうだけでは，何も得るもの
がありません。そこで，会議に参加し，研究論
文や記事を出版することで，自分の考えが広ま
る結果を得られるなら，研究者には価値があり，
参加の動機づけとなると考えました。これまで
の運動を完全に再構築し，願っていたような最
適な会議モデルを作りだしました。

―その第 1 回の会議がフィンランドで開かれた

のですね。

ロー氏：その通りです。2002 年でした。そこか
ら，会議モデルを発展させてきました。我々の
ゴールは，いくつかあります。その 1 つは，公
共放送における戦略的経営部門と，それに関
する研究者との協働を作ることです。これが，
RIPE の底流にある考えです。もちろん，学術
研究者と実務者との間が強く結びついている国
もあります。一般的にデンマークやイギリスは，
他の国よりも良い関係ですが，世界中で真の協
働は存在しません。ですから，RIPE は，それ
を作ろうと試み，あるいは両者の間をとり結ぶ
ことを目標としています。

　我々の会議モデルは，常に学術的な代表者
が集うことで，今回はウェストミンスター大学が
ホストになりました。通常，公共放送もホスト
になりますが，今回は，BBC だけでなく規制
機関の Ofcom が協賛しています。このやりか
たは新しいものです。

―放送を規制する役割を持つ Ofcom が協賛し

ているところに，違和感を感じましたが。

ロー氏：Ofcom は，主要な資金供給組織であ
り，スポンサーともいえるし，メディア市場にお
ける参加者，イギリスの政策立案者ともいえま
す。したがって，Ofcom は単に規制機関であ
るだけでなく，この市場で起きていることの理
解を助ける働きをしようとしています。問題がど
こにあり，どう対処すべきかと。また，Ofcom
で働いている人の多くが BBC 出身者でもあり，
Ofcomで働いた人が BBC に戻っています。で
すから，相互交流が起きています。Ofcom が
協賛することは少しもおかしなことだとは思いま
せん。

Ofcom 事務局長のエド・リチャーズ氏によるレセプション。
全体会の「メディア政策と経営フォーラム」の第 1 セッショ
ンは，Ofcom 会長のコレット・ボウ氏がモデレーターを務
めた。

　RIPE の主催者
第 1 回 RIPE@2002
　フィンランド　YLE，タンペラ大学
第 2 回 RIPE@2004
　デンマーク　DR，オーフス大学
第 3 回 RIPE@2006
　オランダ　NPR，
　アムステルダム・コミュニケーション研究所（SSCoR）
第 4 回 RIPE@2008
　ドイツ　ZDF，マインツ大学
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―あらためてお聞きしますが，今年「不況後の

公共サービスメディア」というテーマを選んだ

理由は何ですか？ テーマ設定にどんな議論が

あったのでしょうか？

ロー氏：まず，お話ししておきたいことは，この
会議では，スポンサーがテーマを選択できると
いうことです。ですから，ロンドンの場合は，
OfcomとBBCの執行部がテーマを選びました。
次に，アカデミックな関係者が，多様な領域
でそのテーマが意味することを検討します。例
えば，それがジャーナリズムにどう関係してい
るのか，視聴者参加ではどうか，メディア政策
に対してはどうかなどです。さまざまなワークグ
ループが，このテーマを異なる角度で検討する
のです。
　では，なぜ，このテーマだったのかについ
てですが，例えばオーストラリアのように，公
共放送に対して前向きな評価が生まれている
例もありますから，公共放送にとって不況がネ
ガティブな効果だけをもたらしているとは言え
ません。しかし，既得権者である商業メディア
企業が，大きくダメージを受けていることは事
実です。そして，市場の可能性を開放するため，
公共サービス放送への規制を大量に増やそう
とロビー活動に火をつけています。彼らが，本
当に強力でありたいと願い，お金を稼ごうとす
るならば，競争相手を取り除かなくてはなりま
せん。誰が中心的な競争相手なのか。イギリ
スでは，BBC を排除すれば，お金をもっと稼
げるのか。フィンランドで YLE を排除すれば，
どれだけ資金を作れるのか？ 彼らには，競争
相手を取り除く機会になっています。例えば，
イギリスで発展させた公共的価値の審査がそ
の例です。ドイツでは三段階テストと言ってい

ますね。フィンランドでも同種の議論が起き始
めています。

　また，フランスでは，サルコジの主導で公共
放送から広告収入を取り除こうとしていますが，
これも不況が促進したことです。スペインでも
起きています。ですから，不況の影響は市場や，
市場というものの認識に影響を与え，こうした
傾向に拍車をかけています。
　Ofcomと BBC が一緒になって代表を出し考
えることは非常に重要なものになります。彼ら
は，何とかこれに対処することを望んでいます。
影響はネガティブなものばかりでなく，不況の
結果として起きることはすべてを完全に再構成
するものである，というのが彼らの仮説です。
ですから，実際に起きていることとその現象の
効果や，メディアの発展の方向性や公共サービ
ス放送の規制について，もっとよく理解したい
と考えています。

「公共的価値の審査」は，BBC が受信許可

料支払い者や業界関係者への説明責任を保

障する制度として 2007 年以降導入された。

監督機関である BBCトラストが，BBC が

新規に計画しているサービスについて，さま

ざまな調査方法を用いて行う公共的価値の

評価と Ofcom による市場影響評価の結果

を総合的に判断し，許可あるいは不許可の

決定を行う。EU の競争問題を担当する欧

州委員会は，この方法をモデルとして，各

国に同様のシステムを導入するよう求めてい

る。ドイツではすでに導入済みで，イタリア

の RAI は方法論確立のため，各国の事例

研究を始めている。
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  公共サービス放送が直面する課題

―ヨーロッパの公共サービス放送が直面する

課題は何でしょうか？ いま乗り越えなければな

らない課題は何でしょうか？

ロー氏：“生き残り”ということを語るときに，対
処しなければならないことがいくつかあります。
私はかつて，この表現を時々用いました。フィ
ンランドである男が狩りをしているとします。冬
のさなか，氷点下 20 度です。彼は，偶然銃が
暴発し，自分の足を撃ってしまいました。足か
ら血を流しながらも，フィンランドの冬を越しま
した。彼は，生き残りますが，そんなやりかた
で生きたかったのでしょうか？
　公共放送は，生き残りたいのではなく，繁
栄したいのです。問題は，彼らにできることは
何なのかということです。ヨーロッパの公共放
送は非常に力があります。特に北欧や西欧の
場合は。彼らには長い歴史があり，非常に専
門性の高い人々が働いています。他には負け
ないアーカイブがあり，収入も多い。しかし，
すべてのことを提供することはできなくなって
います。経費は上がり続けています。スポーツ
の放送権は天井なしです。動画を放送する費
用は非常に高くつきます。したがって，繁栄で
きるための課題の 1 つは，何をしようかという
だけでなく，何をしなくなるかということを一
生懸命議論するということです。残念ながら，
公共放送の多くが，戦略よりも防御を基に多く
の決断を下していると思います。例えば，モバ
イル・メディアです。モバイル・メディアには公
共的価値があることを示すことができるとした
ら，モバイル・メディアに関わることはいいこ
とです。しかし，そうでないとしたら，なぜそ

んなことをするのか。十分な資金がないでしょ
う。繁栄することの問題の 1 つは，自分の事
業範囲を正確に決定することができるかどうか
ということです。事業的にいえば，どういうビ
ジネスに参入するのか，それが問題です。で
すから，ある種の脅威は企業の内部からきま
す。しかし，多くの脅威が外部からもたらされ
ることは明らかです。そして，現在の大きな課
題の 1 つは，こうした企業が革新的で発展的
である柔軟性を維持することができるのかどう
か，ということです。
　第 2 に，私は，公共的価値の審査は問題だ
と思います。どんな商業メディア企業であれ，
自分の経営決断のプロセスに公共的価値の審
査を受け入れるとは想像できません。公共的
価値の審査は，競争相手にコントロールを委
ねるもので，お金も時間もかかります。それで
いて，公共放送は商業的な企業と同じように，
効率的で効果的に運用しなければならないと
言います。競走馬が他の馬と同じくらい速く走
れと言われているのに，足首にはチェーンが巻
かれていては，走ることはできません。ばかば
かしい。これらの脅威は，繁栄するかしない
かを決定するために非常に重要です。
　第 3 に，一般の人々，視聴者，市民，消費者，
というすべて異なる性格は私にとっては平等に
重要です。彼らはみな，放送と確かな関係を
持っています。人々は，こうした公共的な機構
やあるいは公共メディア企業について，どう考
えているのか，どう受け止めているのか。彼ら
は支持しているのか。これは非常に実際的な
質問です。フィンランドに住んでいれば，YLE
に年間 224.30 ユーロ支払います。私は，それ
だけの価値をYLE からもらっているでしょう
か。私の場合，そうです。彼らのサービスは，
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92歳になる私の義理の母親にとってはとっても
重要です。彼女は英語を話すことができませ
ん。また，私の妻はフィンランド語の番組をと
ても楽しんでいます。私にさえ，恩恵はあります。
しかし，人々が公共サービスメディアを維持す
るために支払うお金の限度はいくらか，それが
本当の問題です。

 

　また，人々に関連したことで課題にあげたい
ことは，公共放送の受け止め方は正確かどう
かということです。少なくとも，フィンランドの
多くの人々は，他のたくさんの国でもそうだと思
いますが，こうした公共放送が非常に非効率
的で，お金の無駄使いをしているとか，官僚
的すぎるとか，こうしたイメージを持っています。
しかし，YLE や BBC を見れば，彼らの収入
は過去 10 年にわたって，インフレ連動の増加
という面から見ると，それほど上がっていませ
ん。そもそも，公共放送の収入は大きく増えて
いるわけでもないのに彼らがどれほど多くの新
しいチャンネルを追加したと思いますか？ どれ
くらい，番組に資金を出しているのか，新しい

メディアへの投資，イギリスでは DAB（地上
デジタルラジオ）の発展に投資しています。こ
れらの公共放送は，成長と発展のエンジンに
なってきたのです。そして，職員を解雇してい
ます。フィンランドでは，90 年代初めYLE で
私が働き始めた時，5,000 人以上の職員がい
ました。YLE には 2 つのテレビと 2 つのラジ
オしかありませんでした。いまでは 3,000 人く
らいです。そして，4つの全国ネットのテレビチャ
ンネル，全国ネットの 3 つのラジオ，27 の地
域ラジオ局を運営しています。これまでよりも
多くの生産を少ない人数で提供しています。こ
れは非常に効率的な運営です。しかし，一般
の人々は，それを理解しません。
　しかし，これらの問題は，いつも答えるの
が難しい。それこそ，私が，上級幹部の立場
にいる人々に大きな共感を覚える理由です。多
様な影響の間で常に均衡を保たなくてはなりま
せん。会長や最高幹部の仕事の多くが，基本
的には政治的なもので，政府法案がどういう
方向になるのか，人々の期待は何か，こういう
ことに影響を及ぼそうと試みます。これは，簡
単な仕事ではありません。しかも，感謝される
仕事でもありません。しかし，なくてはならな
いものです。
　日本のことはわかりませんが，他の多くの国
とそう違っていないという印象を持っています。
透明性を高めることや，公共放送の使命を再
定義し，よりうまく定義することも重要ですが，
批判に対しもっと応える態度を磨く必要がある
のではないでしょうか。

（2010 年 9 月 8 日　ロンドン）

　筆者が参加したワークグループ 4 では，フィンランドの公
共放送の多様性の保障をめぐる政策やスロヴェニアやポル
トガルにおける公共放送チャンネルの社会的責任，イギリ
スのチャンネル 4 の将来像など，各国の公共放送が持つ
課題の多様性が浮き彫りにされた。
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　RIPE 会議では，各ワークグループに「学術
研究が放送事業者や政策決定者によって採用
されにくい理由は何か」というテーマが課せら
れた。このテーマは，すでに紹介した RIPE
の目的に一致するものだが，主宰者であるロー
教授自身が抱く公共放送に対する使命感と，
学術研究と政策や戦略の連携が必ずしもうま
くいっていないという現実の矛盾をうかがわせ
るものだった。グループ討議からは，「政策決
定者らは実践的な回答を求めており，市場調
査やメディア・コンサルタントへ依存する傾向
がある」「メディアの構造は複雑さを増し，一
部の研究だけでは政策決定に影響を及ぼすこ
とは難しい」といった現状分析や，「協力はす
べきだが，批判的な距離を維持すべきである」

「新たな政策的課題を創造する手助けとなるべ
き」といった意見が表明され，グループ討議
に加わった 60 人余りの研究者の間でも意見は
さまざまだった。
　 ところで， 筆 者 が RIPE の 存 在 に気づ
いたきっかけは，デンマークで開催された
RIPE@2004 を基に出版された“Cultura l 
Dilemmas in Public Service Broadcasting”
である。この本は 2005 年に出版され，メディ
アの市場化やグローバル化が進むなかで，説
明責任の強化や役割の再定義が求められた各
国の公共放送について，業績評価のありかた
や役割論について各国の国情や視聴者の変化
を背景にしつつ分析した論文集である。公共
放送への説明責任強化の必要性は，各国の事
情によって異なる。NHK の場合は，職員の不
正経理の発覚が発端となり，「視聴者への約
束」やその評価を試験的に導入し，現在の「視
聴者視点による NHK 評価委員会」につながっ
ている。RIPE の会議は，日本の公共放送に

ついて世界という視野で相対化して考察する機
会を与えてくれるものと考えている。
　ロー教授は，「国という枠組みを越えて，公
共放送のあり方を普遍化することは非常に難
しい。1 つの共同体に見えるヨーロッパのなか
でも，国営放送なのか公共放送なのかを区別
するのが難しいなど，混乱がたくさん存在して
いる。しかし，各国のケーススタディを蓄積す
ることによって，個別の問題の含意を読み取り，
一般化することは可能だろう」と指摘する。次
回は，2012 年 9 月にオーストラリアのシドニー
で，シドニー大学と地元の公共放送 ABC の
共催で開催されることが決まっている。日本や
アジアから研究者が，研究交流や議論に参加
することが期待されている。

（なかむら よしこ）

次回　台湾の公共テレビ元総理の胡元輝氏。

参考 :RIPE 会議のウェブサイト http://ripeat.org/


